
（Ｂ） ダイヤモンド グレーディング ルール 

（B）ダイヤモンド グレーディング ルール 
 

（Ⅰ）ダイヤモンド グレーディング レポートの基本的記載表示規定 

（Ⅱ）ダイヤモンド グレーディング規則 

A. カラー 

  1. マスター ストーン  

2. カラー グレードにおける光源の統一 

3. カラー グレーディングの統一 

a) 環境 

b) 大きいサイズの石のグレーディング 

c) インクルージョン（黒色等）を有する石のグレーディング 

d) 認定マスター ストーンが E から Z まで完全に揃うまでの対応 

e)  N 以下（Yellow 系）のグレーディング 

f)  Brown、Gray 系のグレーディング 

    g) カラー グレーディング時の観察方向 

  4. ファンシー カラーの用語統一 

a) 色相として使用する用語 

b)  その他の用語 

  c) グレード用語及びガイド ライン 

5. 照射処理ダイヤモンドの取り扱い 

6. 高温高圧(HPHT)プロセス ダイヤモンドの取り扱い 

7. “カメレオン”ダイヤモンドのコメント  

8. ファンシー カラーの色分布 

 

B. クラリティー 

  1. クラリティー グレーディング 

  2. クラリティー グレーディングの要素 

  3. クラリティー グレード 

a)  フローレス（FL） 

b)  インターナリー フローレス(IF) 

c)  ベリー ベリー スライトリー インクルーデット(VVS1 及び VVS2) 

d)  ベリー スライトリー インクルーデット(VS1 及び VS2) 

e)  スライトリー インクルーデット(SI1 及び SI2) 

f)  インクルーデット(I1、I2 及び I3) 

4. クラリティー特徴の要約 

 a)  ブレミッシュ 
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（Ｂ） ダイヤモンド グレーディング ルール 

b)  インクルージョン  

5. レーザー ドリルホールの取り扱い 

6. 内部レーザー ドリリングの取り扱い 

  7. プロットの義務 

 

C. カット 

1. カット グレード レファレンス チャート 

2. プロポーション、フィニッシュの定義と表示法 

a)  クラウン角度 

b)  パビリオン角度 

c)  クラウン高さ 

d)  パビリオン深さ 

e)  テーブル径 

f） スター長さ 

g)  ロワー ハーフ長さ 

h)  キューレット サイズ 

i)  ガードル厚 

j)  平均ガードル直径 

k)  ガードル厚さパーセンテージ 

l)  全体の深さ 

m)  ポリッシュ 

m－1．用語及びガイドライン 

m－2．検査項目 

n)  シンメトリー 

   n－1．用語及びガイドライン 

    n－2．検査項目 

3. ペインティングとディギング アウト 

 a)  ペインティング 

  b)  ディギング アウト 

      c)  ペインティング及びディギング アウトのコメント 

   4.  オールド ヨーロピアン ブリリアント 

5. 外形が非対称なファンシー カットの評価 

 

D. その他 

1.  ガードル刻印 

2.  テーブル上の表示 
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（Ｂ） ダイヤモンド グレーディング ルール 

 3. レーザー溝（Laser groove）の取り扱い 

4. 日本語での表記 

5. 重量 
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（Ｂ） ダイヤモンド グレーディング ルール 

（Ⅰ）ダイヤモンド グレーディング レポートの基本的記載表示規定 
第 1 条 ダイヤモンド グレーディング レポートとは、裸石（ルース）の状態でグレーディングした結

果を記載したもので、以下の条件を満たすものをいう。 

第２条  検査石に関する事項 

a. 写真 

同一性の確認可能な真正面からのものとする。 

b. シェイプとカッティング スタイル 

シェイプとカッティング スタイルはダイヤモンドの外形及びファセット配列により決定され

る。ファセット配列はブリリアント、ステップ、ミックスに分類される。 

      通称名の使用に関しては、別途定めるものとする。 

c.   重量 

表示はカラット単位とし、小数点以下第 3 位までを表示する。 

ただし、小数点以下第 3 位を切り捨てて小数点以下第 2 位までの表示も可とする。 

d.   寸法 

ガードル径の最小値と最大値及び深さは実測値を記載する。 

表示はミリメートル単位とし、小数点以下第 2 位までを表示する。 

e. プロポーション及びフィニッシュに関する事項 

・テーブル径又はテーブル サイズ 

・キューレット サイズ 

・ガードル厚（谷部の最小―最大） 

・全体の深さ 

  ・ポリッシュ 

  ・シンメトリー 

尚、テーブル径及び全体の深さはガードル径に対するパーセントで表示し、寸法の測定に用

いた測定機器を記載する。ただし特殊なカット形状は除く。 

第３条  その他の表示事項 

a.  ダイヤモンド グレーディング レポート番号 

b. 発行社名、所在地及び電話番号 

c. 鑑別・グレーディング規約 

d. 有限責任中間法人宝石鑑別団体協議会会員の表示 

e. 発行日 

第４条  カラー グレード、クラリティー グレード及びカット グレードに関する事項 

使用するシステムは GIA グレーディング システムを基本とし、ダイヤモンド グレーディン

グ レポートに、「このレポートは、GIA グレーディング システムに準拠しています。」のコメ

ントを明記する。 
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（Ｂ） ダイヤモンド グレーディング ルール 

a.  カラー グレード 

カラー グレードが D から J カラーに該当する場合は、その結果と共に JJA/AGL 認定マスタ

ー ストーン セット番号を記載する。 

すべてのカラー グレードについてカラー オリジン（色の起源）を結果の近くに記載する。 

b.   クラリティー グレード 

クラリティー グレードは、その結果と共に検査倍率、使用器具を表示する。 

    c. カット グレード 

ＤからＺカラーに該当する標準的なラウンド ブリリアント カットは、すべてカット グレー

ドを記載する。 

尚、以下のプロポーション及び寸法の測定には自動測定器を使用し、カット グレードを含

むダイヤモンド  グレーディング  レポートには、「カット  グレードの決定には、GIA 

FacetwareTM Cut Estimatorデータベースを使用しています。」のコメントを明記する。 

  ・クラウン角度又はクラウン アングル  (Crown Angle) 

・パビリオン角度又はパビリオン アングル (Pavilion Angle) 

・クラウン高さ    (Crown Height) 

・パビリオン深さ    (Pavilion Depth) 

・テーブル径又はテーブル サイズ  (Table Size) 

・スター長さ又はスター レングス  (Star Length) 

・ロワーハーフ長さ又はロワーハーフ レングス (Lower-Half Length) 

・キューレット サイズ   (Culet Size) 

・ガードル厚（谷部の最小－最大）  (Girdle Thickness) 

・寸法又は外形（直径）、深さ  (Measurement) 

・全体の深さ    (Total Depth) 

d. 蛍光性 

長波紫外線に対するダイヤモンドの蛍光色及び強度を記載する。ただし強度が Faint の場合

は、蛍光色の表記は任意とする。 

第５条  ダイヤモンド グレーディング レポートに記載してはならない事項 

a.   価格 

b.   グレード用語以外の品質を意味する表現 

第６条  ダイヤモンド グレーディング レポート以外のレポートに関する事項 

a.  ダイヤモンド レポート 

        あらかじめグレード結果が得られているダイヤモンドを用いた製品に対して、本規定第三条に

定める事項に加え、個々のダイヤモンドについて以下の記載項目を満たした場合には「ダイヤ

モンド レポート」の発行を可とする。 

     記載項目 

・重量(ct) 
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（Ｂ） ダイヤモンド グレーディング ルール 

      ・カラー 

      ・クラリティー 

・カット（D～Z カラーの標準的なラウンド ブリリアントにのみ適用） 

      ・蛍光 

・カラー オリジン 

      ・ダイヤモンドの管理番号 

b.   カラー オリジン レポート 

本規定第三条に定める事項に加え、以下の記載項目および発行条件を満たした場合には「カラ

ー オリジン レポート」（鑑別書扱い）の発行を可とする。 

記載事項 

・発行日 

・シェイプとカッティング スタイル 

・重量 

・寸法 

・カラー オリジン（色の起源） 

・カラー グレード 

・記載が義務付けられているコメント 

      発行条件 

・ワーク シートにプロットを残す 

・ファンシー カラー ダイヤモンドに限定する 

第７条  以下に該当するダイヤモンドについては、グレーディング レポートを発行しない。 

a.   含浸処理 

b.   コーティング処理 

c.   合成ダイヤモンド 

 

付則 昭和 57 年 10 月 1 日  施行 

  平成 8年 9月 1日  一部改定 

  平成 10 年 4月 17 日  一部改定 

  平成 10 年 11 月 17 日  一部改定 

  平成 19 年 4月 21 日  一部改定 
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（Ｂ） ダイヤモンド グレーディング ルール 

（Ⅱ）ダイヤモンド グレーディング規則 
 GIA ダイヤモンド グレーディング システムに準拠し、 他のグレーディング システムとの併記は不可

とする。 

 

A. カラー 

 

 1. マスター ストーン  

カラー グレードに使用する E から K のマスター ストーン セットは、ダイヤモンド マスター ス

トーン（カラー）原器運用管理委員会が認定をし、認定番号を取得したマスター ストーンに限る。 

2. カラー グレードにおける光源の統一 

   GIA Trulight または、GIA Trulight に近似した光源を使用する。 

■GIA TruLightの測定結果

　　測定ランプ：ＧＩＡ TruLight
　　測定日：２００６年９月１９日
　　ランプ点灯時間：０ｈｒ
　　安定器：ＲＢ（ＦＬ１５Ｗ用）　　　

No. Vo Vl (V) Il (A) Wl (W) Lm (lm)
1 100.0 59.0 0.288 15.2 571
2 100.0 56.8 0.295 14.8 578

平均 100.0 57.9 0.291 15.0 575

No. Tc (K) duv x y Ra R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 6546 0.0010 0.3126 0.3246 96.2 93 92 98 94 100 95 97
2 6537 0.0010 0.3127 0.3249 96.3 93 92 98 94 100 95 97

平均 6542 0.0010 0.3127 0.3247 96.2 93 92 98 94 100 95 97

図１　分光分布
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3. カラー グレーディングの統一 

a) 環境 

グレーディングに使用される部屋は暗くし、グレーディングに使用する光源以外の光を最小限に

とどめる。 

b) 大きいサイズの石のグレーディング 

大きいサイズ、小さいサイズにかかわらず、マスター ストーンと比較し見えた通りでカラー グ

レードを決定する。石の大きさを考慮し個々人の判断によるグレードの調整は一切行わない。 
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（Ｂ） ダイヤモンド グレーディング ルール 

c)インクルージョン（黒色等）を有する石のグレーディング 

基本的には黒色等のインクルージョンは無視し、地色にてカラー グレードを決定する。 

ただし、地色が判断できないほど夥しいインクルージョンが存在する場合は、グレーディング不

可とする。 

ややインクルージョンの影響があり、カラー グレードのばらつきを生ずる可能性のある石の

場合、ソーティングによる提示は不可とし、グレーディング レポートで対応しコメントを記載

する。 

[コメント] 

グレーディング レポート：インクルージョンの影響により、カラー グレードに差異を生ずる場

合があります。 

d) 認定マスター ストーンが E から Z まで完全に揃うまでの対応 

ベース カラーが Yellow 又は Brown で、カラー グレードが N から Z に該当する場合は、Under

を冠してカラー グレードを表記する。 

     尚、ベース カラーが Gray の場合は Under を冠しない。 

  例：Under を冠する場合 －Under N (Very Light Grayish Yellow) 

      Under を冠しない場合－Very Light Yellowish Gray 

e)  N 以下（Yellow 系）のグレーディング 

 ・D－M：単独のアルファベットで表示 

 ・N－R：Under N、または Under N (Very Light Yellow) 

・S－Z ：Under S、または Under S (Light Yellow) 

f)  Brown、Gray 系のグレーディング 

Brown、Gray の濃さを黄色味に置き換えてグレーディングする。 

D から J で Brownish、Grayish などグレードにばらつきが生ずる可能性のある場合は、ワークシ

ートに特徴を記録する。 

 

Brown 系 

・K－M：結果に応じて K (Faint Brown) 

    L (Faint Brown) 

    M (Faint Brown) 

     ・N－R：   Under N (Very Light Brown) 

     ・S－Z：   Under S ( Light Brown) 

 

     Gray 系 

 ・K－M：アルファベット表示はせず、Faint Gray と表示する。 

     ・N－R：   Very Light Gray 

     ・S－Z：   Light Gray 
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（Ｂ） ダイヤモンド グレーディング ルール 

  ｇ)  カラー グレーディング時の観察方向 

  g－1. ラウンド 

    ダイヤモンドのカラー グレードを行うには、パビリオン面に垂直方向から石の中央部を観察する。 

  g－2. ファンシー カット 

石をフェイスダウンにして双方の対角線方向から観察する。次いでフェイスアップでも検査する。

フェイスダウンよりカラーが濃く見えたならば、グレード調整を行う。ただし、1 グレード以上グ

レードを調整してはいけない。 

4. ファンシー カラーの用語統一 

a) 色相として使用する用語 

 Red (Pink) 

Orangy Red または Orangish Red (Orangy Pink または Orangish Pink) 

Reddish Orange (Pinkish Orange) 

Orange 

Yellowish Orange 

Yellow-Orange 

Orange-Yellow 

Orangy Yellow または Orangish Yellow 

Yellow 

Greenish Yellow 

Green-Yellow 

Yellow-Green 

Yellowish Green 

Green 

Bluish Green 

Blue-Green 

Green-Blue 

Greenish Blue 

Blue 

Violetish Blue 

Bluish Violet 

Violet 

Purple 

Reddish Purple (Pinkish Purple) 

Red-Purple (Pink-Purple) 

Purple-Red (Purple-Pink) 

Purplish Red (Purplish Pink) 
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（Ｂ） ダイヤモンド グレーディング ルール 

b)   その他の用語 

   White 

 Black 

 Gray 

 Brown 

c) グレード用語及びガイド ライン 

 Faint  ：フェイスアップで色相が認識できず、フェイスダウンでは概ね認識でき 

              る。 

 Very Light ：フェイスアップで色相が概ね認識でき、フェイスダウンでは認識できる。 

     Light  ：フェイスアップで色相が認識でき、フェイスダウンでは明瞭に認識でき 

る。 

 Fancy Light ：フェイスアップ及びフェイスダウンで色相が明瞭に認識できる。 

 Fancy  ：明度が中程度から高く、彩度が中程度から低い。 

 Fancy Intense ：明度、彩度共に中程度から高い。 

 Fancy Vivid ：明度が中程度から高く、彩度が非常に高い。 

 Fancy Dark ：明度、彩度共に低い。 

Fancy Deep ：明度が中程度から低く、彩度が中程度から高い。 

5. 照射処理ダイヤモンドの取り扱い 

 カラー オリジン欄に人為的照射であることを明記することにより、ダイヤモンド グレーディン

グ レポートの発行を可とする。 

    [コメント] 

     グレーディング レポート 

     色の起源：人為的照射＊ 

                   Artificially irradiated＊ 

     備  考：＊色の変化を目的とした人為的照射が行われています。 

＊This diamond has been artificially irradiated to change its color. 

        ソーティング メモ 

     色の起源：人為的照射 

                   Artificially irradiated 

         (備考欄へのコメント不要) 

     一般鑑別機器により色の起源が判定できない場合、以下のコメントを明記することにより、ダイ

ヤモンド グレーディング レポートの発行を可とする。 

    [コメント] 

     グレーディング レポート 

     色の起源：判定不能＊ 

          Undetermined＊ 
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（Ｂ） ダイヤモンド グレーディング ルール 

     備  考：＊現時点では色の起源は判定不能。 

                   ＊Color origin is currently undeterminable. 

        ソーティング メモ 

     色の起源：判定不能＊ 

          Undetermined＊ 

     備  考：＊現時点では色の起源は判定不能。 

                   ＊Color origin is currently undeterminable. 

6. 高温高圧(HPHT)プロセス ダイヤモンドの取り扱い 

 カラー オリジン欄に高温高圧プロセスであることを明記することにより、ダイヤモンド グレー

ディング レポートの発行を可とする。 

    [コメント] 

    グレーディング レポート 

     色の起源：高温高圧プロセス＊ 

                   HPHT processed＊ 

     備  考：＊色の変化を目的とした高温高圧プロセスが行われています。 

＊This diamond has been processed by high pressure/high temperature(HPHT)  

to change its color. 

        ソーティング メモ 

     色の起源：高温高圧プロセス＊ 

                   HPHT processed＊ 

         (備考欄へのコメント不要) 

     色の起源が判定できない場合、ダイヤモンド グレーディング レポートの発行は不可とする。 

ただし、より高度な分析（フォト ルミネッセンス分光分析法やカソード ルミネッセンス分光分

析法等）によっても色の起源が判定不能の場合にのみ、以下のコメントを明記することにより発

行を可とする。 

    [コメント] 

    グレーディング レポート 

     色の起源：判定不能＊ 

              Undetermined＊ 

      備  考：＊現時点では色の起源は判定不能。 

                   ＊Color origin is currently undeterminable. 

        ソーティング メモ 

     色の起源：判定不能＊ 

              Undetermined＊ 

      備  考：＊現時点では色の起源は判定不能。 

                    ＊Color origin is currently undeterminable. 
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7. “カメレオン”ダイヤモンドのコメント  

      [コメント] 

   グレーディング レポート： 

暗所に保管、あるいは穏やかな加熱により一時的に色調が変化することから、通称 カメレオンと呼

ばれています。 

The color of this stone change temporarily when gently heated, or when left in darkness for a 

period of time and is known in the trade as “CHAMELEON” 

  ソーティング メモ：通称 カメレオン 

Commonly known as “CHAMELEON” 

8. ファンシー カラーの色分布 

  フェイスアップで色が不均一な場合は、色分布の状態を記載する。 

  ただし、フェイスアップで色の分布が顕著に不均一な場合は、ダイヤモンド グレーディング レポー

トの発行を不可とする。 

      

色分布が不均一な例（照射ダイヤモンド-ヨウ化メチレン液浸漬にて撮影） 

 [コメント]  

  備 考    

色分布：不均一 

Color Distribution：Uneven                         

 

B. クラリティー 

 

1. クラリティー グレーディング 

クラリティーとは、ダイヤモンドのクラリティー特徴の相対的な少なさのことを言う。 

クラリティー特徴はインクルージョンとブレミッシュに分類される。 

 2. クラリティー グレーディングの要素 

クラリティー グレーディングの際、クラリティーを決定するための 5 つの要素（サイズ、数、位

置、性質、及び色またはレリーフ）を個別に分析するのではなく、クラリティー特徴の影響力を要

素全体に渡り考慮してグレードを決定する。 

検査は宝石用顕微鏡あるいは適正なルーペ（10 倍）を使用する。 
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 3. クラリティー グレード 

    クラリティー グレーディング スケールは全部で 11 のグレードがある。 

a)  フローレス（FL） 

フローレス ダイヤモンドは、熟練したグレーダーが 10 倍に拡大して検査しても、いかなるイン

クルージョン、ブレミッシュ特徴も発見できない石。 

以下の特徴が観察されても、フローレスのカテゴリーからはずされない。 

・フェイスアップ観察で認められないエキストラ ファセット。 

・ガードル幅内に限定されたナチュラル。ただし、伸長し過ぎてガードル輪郭の丸みを損なって

はならない。 

・反射性がなく、白色や他の色を帯びていない内部グレイニング。ただし透明度を阻害していな

いこと。 

・フェイスアップで認められない、ガードル幅内に限定されたレーザー刻印。 

b)  インターナリー フローレス(IF) 

 IF のダイヤモンドは、熟練のグレーダーが 10 倍に拡大して検査して、インクルージョン特徴は

発見できず、僅かなブレミッシュ特徴が認められる石。 

  IF が FL と異なるのは、軽度の再研磨で除去できる特徴（軽度の表面グレイニングは例外である）

があることである。 

c)  ベリー ベリー スライトリー インクルーデット(VVS1 及び VVS2) 

  VVS のダイヤモンドには微小なインクルージョンが存在し、熟練したグレーダーが 10 倍に拡大

して検査しても、その発見が極端に困難な（VVS1）から非常に困難な（VVS2）範囲におよぶ。 

 VVS1 ダイヤモンドのインクルージョンはフェイスアップでは発見が極端に困難で、パビリオン

側から観察して初めて発見できる程度である。VVS2 では発見が非常に困難である。 

d)  ベリー スライトリー インクルーデット(VS1 及び VS2) 

  VS のダイヤモンドには軽度なインクルージョンが存在し、熟練したグレーダーが 10 倍に拡大し

て検査し、その発見が困難(VS1)からやや容易(VS2)な範囲におよぶ。このクラスの典型的なイン

クルージョンは何れも小さい結晶、フェザー、あるいは明瞭なクラウド等である。 

e)  スライトリー インクルーデット(SI1 及び SI2) 

  SI のダイヤモンドには明瞭なインクルージョンが存在し、熟練したグレーダーが 10 倍に拡大し

て検査してその発見が容易(SI1)あるいは、非常に容易(SI2)な範囲にある。典型的なインクルージ

ョンは結晶、クラウド、およびフェザーである。 

f)  インクルーデット(I1、I2 及び I3) 

 I グレードに評価されるダイヤモンドは、熟練したグレーダーが 10 倍に拡大して検査して、顕著

なインクルージョン特徴を有する石である。一つもしくはそれ以上の以下のようなインクルージ

ョン特性がある。 

 ・拡大せずにフェイスアップでインクルージョンが見える。 

 ・石の耐久性にひどく影響を及ぼす。 
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 ・大きいインクルージョンや多数のインクルージョンにより石の透明度とブライトネスに影響を及

ぼす。 

 I1 のダイヤモンドに内包されるインクルージョン特徴は、通常、肉眼でかなり見える。 

  I2 のダイヤモンドでは、インクルージョン特徴が肉眼で容易に見える。 

  I3 のダイヤモンドでは、インクルージョンがはっきりと見えるだけではなく、石の耐久性にも影響

をおよぼすことになる。 

4. クラリティー特徴の要約 

 a) ブレミッシュ 

    アブレージョン(Abr)  ：加工済ダイヤモンドのファセットジャンクションに沿う一連の 

微小なニックの列；エッジが白色でぼやけた外観を呈する。 

    ナチュラル(N)  ：研磨済みダイヤモンドに残された原石表面の一部あるいは地肌 

；通常ガードル上やその近辺に見られる。 

    ニック(Nk)   ：深さを感じさせないチップの特徴に似た小さな欠けで、通常フ 

ァセットジャンクション、ガードルエッジ、あるいはキューレ 

ットに発生する。 

    ピット(Pit)   ：小さな白い点のように見える表面の微小な穴。 

    ポリッシュ ライン(PL) ：研磨により残された細かい平行する畝や溝；複数のファセット 

に見られるが研磨線がファセット エッジをまたぐことはない 

；透明または白色に見える。 

    ポリッシュ マーク(PM) ：過度の熱、あるいは結晶構造の不規則性が原因で滑らかな研磨 

                   が出来ないことに因る表面のもやがかかった部分のこと；バー 

ン マーク(BM)とかバーン ファセット(BF)とも言う。 

    スクラッチ(S)  ：ダイヤモンドの表面をよぎる濁白色の細線；見かけ上、深さが 

ない外観。 

    サーフェス グレイニング(SGr)：内部グレイニングに似るが、表面上のグレイニングを指す 

                                   ；結晶構造の不規則性に原因する。 

    エキストラ ファセット(EF) ：ダイヤモンドの対象性を無視した、またカットスタイルに不必 

要なファセット；大抵、ガードル近辺に存在する。 

    ラフ ガードル(RG)  ：むらのあるざらついた粒状のガードル表面；通常ガードルエッ 

ジにニックを伴う。 

リザード スキン  ：研磨済みダイヤモンド表面の波打つような、あるいは凸凹のあ 

               る部分。 

    自然照射のしみ ：自然界の放射線により原石表皮上に発生した緑または褐色の

しみ；典型的なブレミッシュだが、石内部に及ぶときはインク

ルージョンとみなす。 
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b)  インクルージョン  

    ブルーズ(Br)  ：木根性の微小フェザーを伴う表面の小さな砕けた箇所；主とし 

てファセットジャンクションに生じる。 

    キャビティ(Cv)  ：フェザーの一部が欠けたり、表面に露出している結晶が抜け 

                   たり、研磨中に除去されて出来た不定形の開口部。 

    チップ(Ch)   ：石表面に加わった衝撃により生じた浅い開口部；主にガードル 

エッジやファセット エッジやキューレットに発生する。 

    クラウド(Cld)  ：細かすぎて個々に識別できないピンポイント群のことで、もや 

のかかった外観を呈する。 

    クリスタル(Xtl)  ：ダイヤモンドに内包された鉱物結晶。 

    フェザー(Ftr)  ：石内部の亀裂を指す業界用語でしばしば白色で羽毛状の外観を 

呈する。 

    グレイン センター(GrCnt) ：結晶内のひずみが集中した部分；白色や暗色の糸状もしくはピ 

ンポイント状の外観を呈する。 

    インデンテット ナチュラル(IndN)：研磨表面より僅かに内部に存在する原石の元々の表面あるい

は地肌。 

    内部グレイニング(IntGr) ：結晶成長の不規則性に由来する白色、色付き、あるいは反射性 

の直線あるいは曲線状の外観を呈する。 

    ノット(K)  ：内包されたダイヤモンド結晶が加工後に研磨表面に一部露出し     

                   たもの。 

ニードル(Ndl)  ：小さな竿状の外観の細く伸長した結晶。 

ピンポイント(Pp)  ：小さい点状に見える微小結晶。 

トゥイニング ウィスプ(W) ：ダイヤモンドの成長面に形成された一連のピンポイント、クラ 

ウド、あるいは結晶；結晶内のひずみ部分や双晶面に関係する。 

ベアデッド ガードル(BG) ：ガードル表面から石内部に入り込んでいる微小フェザー；カッ 

ティング過程で発生。 

レーザー ドリル ホール(LDH) ：レーザービーム照射により表面から内部に達する小さく細い穴。  

内部 レーザードリリング    ：レーザービーム照射により発生した表面に達するフェザーある

いは内部のレーザードリリング。  

    クリベージ(Clv)  ：原子面間の結合力の弱い箇所に沿って発生する割れ。 

エッチ チャンネル  ：表面開口部から内部に至る腐食孔；しばしば長手の方向に垂直 

の条線が見られる。 

5. レーザー ドリルホールの取り扱い 

   レーザー ドリルホールのコメントを明記する。 

   [コメント] 

グレーディング レポート：レーザー ドリルホールを認む 
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   ソーティング メモ    ：LDH 

 6. 内部レーザー ドリリングの取り扱い 

   内部レーザー ドリリングのコメントを明記する。 

   [コメント] 

グレーディング レポート：内部レーザー ドリリングを認む 

   ソーティング メモ   ：ILD 

 7. プロットの義務 

ワーク シートには必ずプロットを残す。 

 

C. カット 

 

   カットの総合評価はＤからＺカラーに該当する標準的なラウンド ブリリアントに限り行う。 

ファンシー カットへの評価は一切行わない。 

カットの総合評価はGIA カット グレーディング システムを基準とし、ダイヤモンド グレーディン

グ レポートに「カット グレードの決定には、GIA FacetwareTM Cut Estimatorデータ ベースを使用

しています。」のコメントを明記する。 

 

1. カット グレード レファレンス チャート 

EXCELLENT VERY GOOD GOOD FAIR POOR

全体の深さ 57.5％～63.0％ 56.0％～64.5％ 53.0％～66.5％ 51.1％～70.9％ 51.1％未満、70.9％超

テーブル％ 52％～62％ 50％～66％ 47％～69％ 44％～72％ 44％未満、72％超

クラウン角度 31.5°～36.5° 26.5°～38.5° 22.0°～40.0° 20.0°～41.5° 20.0°未満、41.5°超

パビリオン角度 40.6°～41.8° 39.8°～42.4° 38.8°～43.0° 37.4°～44.0° 37.4°未満、44.0°超

クラウン高さ％ 12.5％～17.0％ 10.5％～18.0％ 9.0％～19.5％ 7.0％～21.0％ 7.0％未満、21.0％超

スター長さ％ 45％～65％ 40％～70％ 様々な値 様々な値 様々な値

ロワーガードル長さ％ 70％～85％ 65％～90％ 様々な値 様々な値 様々な値

ガードル厚さ 薄い～やや厚い 極端に薄い～厚い 極端に薄い～非常に厚い 極端に薄い～極端に厚い 極端に薄い～極端に厚い

ガードル厚さ％ 2.5％～4.5％ 2.0％～5.5％ 0.0％～7.5％ 0.0％～10.5％ 0.0％～10.5％超

キューレット　サイズ　 なし～小さい なし～ミディアム なし～やや大きい なし～非常に大きい なし～極端に大きい

ポリッシュ EX～ＶＧ EX～Ｇ EX～Ｆ EX～Ｆ EX～Ｐ

シンメトリー EX～ＶＧ EX～Ｇ EX～Ｆ EX～Ｆ EX～Ｐ  

注意：カット グレード レファレンス チャートは、各グレードに属するパラメータの最大範囲を示して

いる。GIA カット グレーディング システムは条件合致方式ではなく、各パラメータ値の組み合わ

せによりグレードが決定されるため、全てのパラメータが範囲内であっても下位のグレードに評価

されることがある。 

2.  プロポーション、フィニッシュの定義と表示法 

a)  クラウン角度 

ベゼル ファセットとテーブル面のつくる角度。 

クラウン角度は 0.5°刻みで表す。 
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b)  パビリオン角度 

テーブル面とパビリオン メイン ファセットのつくる角度。 

パビリオン角度は 0.2°刻みで表す。 

c)  クラウン高さ 

平均ガードル直径に対するクラウンの高さの割合。 

   クラウン高さパーセンテージは 0.5％刻みで表す。 

d)  パビリオン深さ 

平均ガードル直径に対するパビリオン深さのパーセンテージ。 

パビリオン深さは 0.5％刻みで表す。 

e)  テーブル径 

平均ガードル直径に対するラウンド ブリリアントのテーブル直径パーセンテージ。 

テーブルの対角線 4 箇所の平均の長さをテーブル径とする。テーブル径を平均ガードル直径で割

った数字を%で表したもの。小数点第 1 位を四捨五入し整数のテーブル%にする。 

f） スター長さ 

水平方向に投影したガードルからテーブル ファセットエッジまでの距離に対するスター ファセ

ットの長さパーセンテージ。 

スター長さは 5%刻みで表す。 

g)  ロワー ハーフ長さ 

水平方向に投影したガードルからキューレットまでの距離に対するガードルからロワー ガード

ルファセット先端までの距離パーセンテージ。 

ロワー ハーフ長さは 5%刻みで表す。 

h)  キューレット サイズ 

パビリオン メイン ファセットが集中しているダイヤモンド底部の小さいファセットのサイズ。 

None      （なし）  ：10 倍拡大で、キューレットなし、または研磨され 

ず残っている白色の研磨痕や先端の欠け。 

Very small     （非常に小さい） ：10 倍拡大でかろうじて見える。 

Small       （小さい）      ：10 倍拡大で見えにくい。 

Medium       （ミディアム）   ：10 倍拡大で明瞭。 

Slightly large  （やや大きい）   ：10 倍拡大でやや顕著。 

Large       （大きい）  ：10 倍拡大で顕著。 

Very large     （非常に大きい） ：10 倍拡大で非常に顕著。 

Extremely large（極端に大きい） ：10 倍拡大で極めて顕著。 

i)  ガードル厚 

ガードル谷部の最小と最大の厚さを以下の記述用語の何れかで表す。 

   Extremely thin （極端に薄い） ：10 倍拡大でナイフエッジと呼ぶ極細線。 

    Very thin      （非常に薄い） ：10 倍拡大で微細線。 
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Thin      （薄い）    ：10 倍拡大で細線。 

  Medium      （ミディアム） ：10 倍拡大で明瞭な線。 

  Slightly thick （やや厚い）  ：10 倍拡大でやや顕著。 

  Thick    （厚い）  ：10 倍拡大で顕著。 

  Very thick   （非常に厚い） ：10 倍拡大で非常に顕著。 

   Extremely thick（極端に厚い） ：10 倍拡大で極めて顕著。 

j)  平均ガードル直径 

ラウンド ブリリアント石の最小ガードル直径と最大ガードル直径を足して 2 で割った数値 

ミリメーター単位で測定し、小数点第 3 位を四捨五入して小数点第 2 位までを求める。 

k)  ガードル厚さパーセンテージ 

平均ガードル直径に対するガードル山部の平均パーセンテージ。 

ガードル厚さパーセンテージは 0.5％刻みで表す。 

l)  全体の深さ 

    全体の深さとはテーブルからキューレットまでの深さを平均ガードル直径に対するパーセンテー

ジで表したもの。小数点第 2 位を四捨五入して小数点第 1 位まで求める。 

m)  ポリッシュ 

m－1．用語及びガイドライン 

Excellent  (優秀) ：ポリッシュ特徴が全く見つからないものから、数個の僅かな特徴があっ 

てもフェイスアップ 10 倍拡大で何処にあるか発見の困難な程度である 

場合。 

   Very Good (優良) ：フェイスアップ 10 倍拡大で数個の軽度な特徴が見られる場合。 

   Good(良好) ：フェイスアップ 10 倍拡大で特徴が明瞭に見える部分がある場合。肉眼で 

見て、石の光沢の程度に影響を与えているかもしれない。 

   Fair (可) ：フェイスアップ 10 倍拡大で重度の特徴が顕著に見える部分がある場合。 

肉眼で見て、光沢の程度に影響を与えていることがわかる。 

   Poor(不可) ：フェイスアップ 10 倍拡大で重度の特徴が非常に顕著に見える。肉眼で見 

て光沢の程度に明らかに影響を与えていることがわかる。 

m－2．検査項目 

    ポリッシュの評価は、以下の特徴に基づいて行う。 

特徴の詳細は、本規則 B.クラリティー4.クラリティー特徴の要約を参照。  

  アブレージョン(Abr)  

  リザード スキン(LS)  

ニック(Nk)         

  ピット(Pit)           

ポリッシュ ライン(PL)  

  ラフ ガードル(RG)   
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  スクラッチ(S) 

     ポリッシュ マーク(PM)  

n)  シンメトリー 

   n－1．用語及びガイドライン 

   Excellent  (優秀)：10 倍拡大でシンメトリー特徴が認められないものから、発見が困難な 

   僅かなシンメトリー特徴がある。 

  Very Good  (優良)：フェイスアップ 10 倍拡大で軽度なシンメトリー特徴がある。 

  Good   (良好)：フェイスアップ 10 倍拡大で明瞭なシンメトリー特徴がある。 

肉眼で見て全体の外観に影響を及ぼしているかもしれない。 

  Fair     (可)：フェイスアップ 10 倍拡大で顕著なシンメトリー特徴がある。 

肉眼で見て、全体の外観にしばしば影響を及ぼしている。 

  Poor   (不可)：フェイスアップ 10 倍拡大で非常に顕著なシンメトリー特徴がある。 

肉眼で見て全体の外観にあきらかに影響を及ぼしている。 

   n－2．検査項目 

  シンメトリーの評価は、以下の特徴に基づいて行う。 

アウト オブ ラウンド ガードル(OR)：ガードルの輪郭が丸みにかけ正円に見えない特徴で、円 

周の一部が平たくなっていることもある。 

テーブル オフセンター(T/oc)：テーブルがクラウンの中心部に位置していない。 

キューレット オフセンター(C/oc)：中心からずれたキューレット。 

テーブル/キューレット アライメント(T/C)：テーブルとキューレットが正しい位置から互いに 

反対方向に移動している。 

 ウェービー ガードル(WG)：ガードル面が平面的でなく波打っている。 

 テーブル＆ガードル ノット パラレル(T/G)：テーブ面とガードル面が平行でない特徴。傾斜し 

たテーブルとも表記される。 

 ガードル厚さのばらつき(GTV)：ラウンド ブリリアントにおいてクラウン部とパビリオン部の 

                   間の厚さにばらつきが認められる。 

 クラウン角度のばらつき（CV）：ラウンド ブリリアントの 8 つのクラウン角度間にばらつきが 

                                     認められる特徴。主として T/oc と関係する。 

パビリオン角度のばらつき(PV)：ラウンド ブリリアントの 8 つのパビリオン角度間にばらつき 

が認められる特徴。主として T/oc と関係する。 

 ミッシング ファセット(MF)：あるべきところにファットが刻まれず、欠如している。 

 エキストラ ファセット(EF)：カッティングスタイル上必要とされていないファセットのことで、 

主にガードル近辺に見られる。クラリティー グレードの IF グレ 

ード決定に関与した場合を除き、シンメトリーの項目で考慮する。 

 正八角形でないテーブル(T/oct)：各辺の長さが不等長で、キューレットをはさんで向かい合って 

いる辺が平行ではない形の崩れた八角形。その結果、スター 
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やベゼル ファセットの形状も崩れてくる。 

 形状の崩れたファセット(Fac)：適切な形ではないファセットあるいは同種のファセット同士が 

合同ではない特徴を指す。 

 ノン ポインティング(Ptg)：先端が一点に集まっていない「オープンファセット」と呼ばれる特 

徴や、しかるべき位置に先端が到達していないファセットのこと。 

クラウン ファセットとパビリオン ファセットの配列ずれ(Aln)：取引では「ツイスト」と呼ば 

                         れる特徴で、クラウンとパビリオンのファセットがお互いに向かい

あっているべきなのだが、ベゼル ファセットの下端の尖った点とパ

ビリオンメインの上端の尖った点やアッパー ガードル ファセット

稜線のロワー ガードル稜線が対向していない特徴を指す。 

3. ペインティングとディギングアウト 

     ペインティングやディギングアウトを施すことにより研磨ダイヤモンドにより多くの重量を残

すことが出来るが、フェイスアップの外観にはマイナスの影響を与える。カットの総合評価はペ

インティングやディギング アウトを考慮し決定する。 

 a)  ペインティング 

       アッパーあるいはロワー ガードル ファセットをベゼルまたはパビリオン メイン方向に傾斜

をつけて磨く。ペインテッド ガードルのダイヤモンドでは、隣接するアッパーの稜線とガード

ルが接する部分と隣接するロワー ガードル ファセットの稜線とガードルが接する部分の厚さ

が、ベゼルとパビリオン メイン ファセットの先端が対向する部分の厚さより厚くなる。 

  b)  ディギング アウト 

       ペインティングの反対でアッパーまたはロワー ガードル ファセット、あるいはその両方をベ

ゼルまたはパビリオン メイン ファセットから離れる方向、つまり隣接するアッパーやロワー 

ガードル方向に傾斜をつけて磨く。ディギング アウトされたラウンド ブリリアント石のガード

ルは、ベゼル ファセットの先端とパビリオン メイン ファセットの先端の対向する部分の厚さ

が、隣接するアッパーの稜線とガードルが接する部分と隣接するロワー ガードル ファセットの

稜線がガードルと接する部分の厚さより厚くなる。 

 

ペインティング、ディギングアウトはその程度により 4 段階に評価し、より顕著な場合は Poor

とする。それぞれ該当するレベルが当該ダイヤモンドの最高カット グレードとなる。 
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From the GIA Laboratory: 

Visually Estimating Painting and Digging Out in Standard Round Brilliant Diamonds 
（http://lgdl.gia.edu/pdfs/estimating_painitng.pdf）より転載 
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  c)  ペインティング及びディギング アウトのコメント 

[コメント] 

グレーディング レポート：カット グレードは、ブリリアンティアリングに基づいています。 

Cut grade affected by brillianteering. 

ソーティング メモ：Ｐ／Ｄ  

4. オールド ヨーロピアン ブリリアント 

以下の 4 項目中 3 項目に該当する場合は、オールド  ヨーロピアン  ブリリアント（OLD 

EUROPEAN BRILLIANT）とする。 

尚、オールド ヨーロピアン ブリリアントは標準的なラウンドブリリアントカットとみなさない。 

・テーブル(％)     ≦53％ 

・クラウン角度(°)     ≧40° 

・ロワー ハーフ(%)     ≦60％ 

・キューレット サイズ   ≧Slightly large 

5. 外形が非対称なファンシー カットの評価 

     動物等をかたどったカットで外形が左右非対称な場合は、シンメトリーの評価を任意とする。 

    テーブル等のプロポーションの測定が出来ない場合は、その記載の省略を可とする。 

 

D. その他 

 

1. ガードル刻印 

     ガードル刻印のコメントを記載する。 

     フェイスアップで認められず、ガードル幅内に限定されたレーザー刻印は、フローレス(FL)の範囲

内とする。 

     [コメント] 

  備考：ガードル刻印を認む 

2. テーブル上の表示 

     10 倍で深さが確認出来ない場合、ブレミッシュとみなし備考欄にコメントを記載する。 

グレーディング レポート発行時は、備考欄にコメントを記載する。 

     [コメント] 

備考：テーブルに表示を認む 

    3. レーザー溝（Laser groove）の取り扱い 

レーザー溝はポリッシュの評価項目とする。 

ただし、深さが確認される場合にはクラリティー特徴とする場合がある。 

   ワークシートに記録を残し、コメントの記載は不要とする。 
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4. 日本語での表記 

   以下の通り日本語での表記を定める。 

[ガードル] 

Extremely thin  極端に薄い 

Very thin   非常に薄い 

Thin   薄い 

Medium   ミディアム 

Slightly thick  やや厚い 

Thick   厚い 

Very thick  非常に厚い 

Extremely thick  極端に厚い 

 

[キューレット] 

None   なし 

Very small  非常に小さい 

Small   小さい 

Medium   ミディアム 

Slightly large  やや大きい 

Large   大きい  

Very large  非常に大きい 

Extremely large  極端に大きい 

 

[ポリシュ、シンメトリー] 

Excellent  優秀 

Very Good  優良 

Good   良好 

Fair   可 

Poor   不可      
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[蛍光] 

None（なし）   例 None     なし    

Faint（弱）       Faint                弱い  弱 

Medium                Medium Blue    青色  青色 

Strong（強）       Strong Blue    強い青色  青色（強） 

Very strong（鮮）       Very strong Blue         鮮青色  青色（鮮） 

＊Faint の場合は、蛍光色の表記は任意とする 

5. 重量 

  ダイヤモンドの重量が0.18ct以下のものに対してもダイヤモンド グレーディング レポートの基本

的記載表示規定に従うものとする。 
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